
天　候：晴れ

期日：2018年7月23日（月）　

会場：東広野ゴルフ倶楽部（7、027Yards　Par72） NO.　1／1

RANK SCORE

1 65 吉田 泰基 @

2 66 山浦 太希

3 67 橋本 龍位

4 68 星野 英正 近藤 龍一

6 69 檜垣 豪　 青山 剛 木下 稜介 日下部 幸之助　 原 敏之　 亀代 順哉 芹沢 宗臣

13 70 小浦 和也 ※ 小畑 拓威 井上 敬太 ※ 村山 駿 ※ 黒木　紀至 ※ 小西 貴紀 ※

19 71 鈴木 優大 藤島 晴雄 前田 聖人 藤井 伸一 新田 あきひろ 由岐 知平 大場 崇浩 宮内 正人

上森 大輔 大宜見 賢人

29 72 李 東珉 大西 速 久志岡　亮 吉本 龍斗 @ 木村 佳昭 小泉 洋人 日高 裕貴 並河 利隆

安本 尚弘 山本 豪 すし 石垣 白 佳和 山本 隆允 弓削 淳詩　 柴田 忠則 米澤 蓮 @

45 73 谷 昭範 阿久津 未来也 香山 隼人 宮里 聖志 皆本 祐介 大川 詩穏 岩元 洋祐 藤島 豊和

福永 安伸　 松本 成太 蝉川 泰果　@ 斉藤 智洋 大谷 昴 田原 誠二 ビケ ソバハニ 宮川 勝大

杉原 大河 @

62 74 石徳 俊樹 榎本 剛志　 今井 陽介 諸藤 将次 上村 将司 竹田 慎之介 藤島 征次 小田 孝憲

松田 高明 蛭川 隆 渡名喜 翔　 井上 信 伊藤 修司

75 75 園田 謙介 吉田 歩生 @ 原田 大介 室岡 尚宏 @ 平塚 哲二 武内 伸悟 田中 裕基　@ 友次 啓晴　

松本 正樹 @ 横田 吉宏 古川 雄大 @D 宮垣 健司

87 76 深堀 昌之 進藤 弘義 丹羽 海太 @ 梶村 夕貴 成松 亮 矢野 圭介 @ 立花 亮 森下 蓮　@

渡部 光洋 木村 忠昭 江尻 壮 松川 明敬

99 77 野上 貴夫 榎本 泰治 牧野 佑司　 松原 裕人 成冨 晃広 ジェイ チョイ 江嶋 太志 坂東 拓也

107 78 山下 英治 手束 将之 横田 浩平 山内 寿晃 稲葉 愛篤 @ 松本 浩 楠田 常乃　@ 福永 光伸

115 79 堀之内 豊 岡市 瑞樹　@

117 80 林 周平

118 81 池田 有生 木嶋 崇人　

120 82 青木 康高　

121 83 田中 康太 @

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

122 97 中東 卓 @

98
99

123 100 豊沢 卓郎 @D

欠場 加澤 光正 ＠D 山本 佳典 ＠D 野元 貴弘 池田 悠希 ＠ 田村 光正 小田 憲一郎＠D 伊波 宏隆

棄権 平尾 勝利 井殿 康和

失格 原田 凌

最終予選への通過者

69ｽﾄﾛｰｸまでの12名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による70ｽﾄﾛｰｸの5名（※印）の合計17名

2018年度（第83回）日本オープンゴルフ選手権　地区予選（2Ｆブロック）成績表

参加者　１２５名(アマチュア19名・プロフェッショナル106名)

PLAYER


